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令和２年度第２回室蘭市総合教育会議 会議録

１ 日 時

令和２年１０月２８日（水）

開会 午後５時００分 閉会 午後６時００分

２ 場 所

室蘭市役所３階議会第１会議室

３ 次 第

１．議 題

（１）新室蘭市教育大綱について

４ 出席者

青山市長 國枝教育長 前田委員 奈良委員 稲川委員 成田教育部長

西舘教育部次長 髙田教育指導参事 齋藤総務部総務課長

坂口教育部総務課長 中野学校教育課長 椎名指導主事 河内指導主事

佐々木生涯学習課主幹 木村生涯学習課主幹 伏見図書館長

山口学校給食センター所長 松田生涯学習課主査
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成田教育部長 定刻になりましたので、ただいまより令和２年度第２

回室蘭市総合教育会議を開会いたします。

総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」に基づき、市長により設置される会議でござ

いまして、市長と教育委員会が意見交換する機会を設け

ることで、十分な意思疎通を図り、教育施策の方向性を

共有しながら、連携して教育行政を推進することを目的

としています。

今年度は、６月以来の２回目となりますが、お手元の

次第に従いまして、協議事項に入りたいと思います。

ここからは、議長を市長に務めていただきます。よろ

しくお願いいたします。

青山市長 よろしくお願いいたします。本日の協議事項は、新室

蘭市教育大綱についてとなっております。

前回６月の会議でご議論いただき、「生きる力」とい

う言葉は全てを包含している良い言葉であり、あった方

が良い、という意見や、ＩＣＴなどの視点もあった方が

良い、など意見があったところでございます。それらの

意見を踏まえまして、お配りしております新室蘭市教育

大綱の案を作成しましたので、事務局の説明をお願いし

ます。

坂口教育部総務課長 それでは、協議事項の新室蘭市教育大綱についてご説

明いたします。まず、「新たな教育施策の大綱の策定に

ついて」という資料をご覧ください。

この資料の表外の上の部分は、６月３０日の第１回の

総合教育会議に骨子としてお示ししました教育目標と基

本施策を記載しており、また、そのときの会議の主な意

見を記載しております。また、その下の表の部分は、現

在の大綱の内容を左に記載し、右に前回お示しした教育

目標、基本方針等から、意見等を反映して修正した内容

となっておりまして、本日、お示しする大綱の内容とな

っております。

前回の会議の中で、「生きる力」という言葉について、

全てを包含する良い言葉で、この表現はあった方が良い
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との意見がございまして、皆さん、同意されていたとこ

ろでございましたので、今回の修正に当たりまして、ま

ず、「生きる力」を教育目標に盛り込みました。本日お

示ししております教育目標は、「一人ひとりが夢に挑戦

し、新たな時代を『生きる力』を育む」としております。

次に、基本方針の４本の柱でございますが、１つ目は、

「子どもたちの創造性と可能性を育む」としました。こ

れは、前回は「夢と可能性を育む」としていましたが、

教育目標との重複もあり、前回の意見で、クリエイティ

ブさ、創造性をだすという意見がありましたので、「創

造性と可能性を育む」といたしました。

２つ目は、前回お示しした内容から少しだけ簡潔にし

て「子どもたちの学びの環境を整える」としました。

３つ目は、前回お示しした内容から内容を少し変えさ

せていただきました。前回は「ふるさと室蘭を誇り、未

来を創る人を育む」としていましたが、「ふるさと室蘭」

という表現から、遠く離れたところから室蘭を思うイメ

ージもあるというような部内の意見もありまして、また、

「未来を創る」という表現からは、積極性に欠けるとの

部内の意見もありましたことから、「室蘭に愛着を持ち、

未来に挑戦する人を育む」に修正しております。

４つ目は、社会教育、生涯学習において、各世代の人

たちが、自らが豊かに生きること、楽しむことが重要で

あるため、「人を育む」という表現ではなく、市として

は、環境を整えることが必要なのではないかとの部内意

見がありましたことから、「生涯を豊かに生きる環境を

整える」に修正してあります。

次に、基本方針ごとの基本施策でございます。今ご覧

いただいている表にも基本施策を記載しておりますが、

２枚目の資料、「新たな教育施策の大綱に基づく主な取

組内容」という資料をご覧願います。この資料は、４つ

の基本方針ごとの基本施策を太字にしてあり、細字は、

それに基づく主な取組内容を記載してあります。

まずは、基本方針の１つ目の「子どもたちの創造性と

可能性を育む」についての基本施策として、はじめは「（１）

『確かな学力』『豊かな心』『健やかな体』の育成」です。
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これは、教育の基本として、見直し前の基本施策と同様

となっております。次は、「（２）誰一人取り残すことの

ない教育の推進」です。誰一人取り残さないということ

で、主な取組としては、インクルーシブ教育のほか、就

学援助、不登校問題としております。次は、「（３）特色

ある教育活動等の推進」です。主な取組としては、ＳＴ

ＥＭ教育、環境教育、私学振興のほか、小中一貫教育に

ついても、将来の可能性を含めております。

次は、基本方針の２つ目の「子どもたちの学びの環境

を整える」についての基本施策として、はじめは「（１）

ＩＣＴを活用し想像力を育む学習環境の推進」です。主

な取組としては、ＧＩＧＡスクールの取組、端末を活用

したＩＣＴ教育の充実としております。次は、「（２）子

どもたちと教員が向き合う学習環境の推進」です。主な

取組としては、教員の資質・能力の向上、教員の働き方

改革、としております。次は、「（３）子どもたちの安全

を守るための取組の推進」です。主な取組としては、交

通安全教育、不審者対策の推進、防災教育の推進、安心

な学校給食の提供のほか、施設関係としては、長寿命化

等の施設維持保全等の取組としています。

次に、基本方針の３つ目の「室蘭に愛着を持ち、未来

に挑戦する人を育む」についての基本施策として、はじ

めは「（１）地域産業・歴史の理解のための取組の推進」

です。主な取組としては、「てついく」の推進、地産給

食の取組としております。次は、「（２）地域を担う人材

育成の推進」です。主な取組としては、コミュニティ・

スクールの推進、地域資源活用補助事業の取組としてお

ります。次は、「（３）グローバルな人材育成の推進」で

す。主な取組としては、国際理解教育の推進、英語教育

の取組としております。

次に基本方針の４つ目「生涯を豊かに生きる環境を整

える。」についての基本施策として、はじめは「（１）生

涯学習・社会教育の推進」です。主な取組としては、「社

会教育推進計画の取組」「男女平等参画基本計画の取組」

「読書活動の推進」としております。次は「（２）文化

芸術・スポーツ活動の推進」です。主な取組としては、
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文化芸術の振興、文化財等の活用・理解促進の取組、ス

ポーツ振興、大会誘致等の取組としております。次は、

「（３）社会教育施設の整備・活用」です。主な取組と

しては、スポーツ施設ストック適正化計画の推進（新体

育館、サッカーコート、テニスコート）、社会教育施設

を活用したまちづくりの推進としております。

以上が、新たな教育施策の大綱案の説明となります。

なお、次のページからは、表紙のほか４ページの資料

となっております。まず、表紙には、「新しい時代を生

きる、一人ひとりの挑戦」との表題を付けておりますが、

これは、「教育目標」から、キャッチフレーズとして抜

き出したものです。次の１ページには、市長のコメント、

２ページには、大綱の根拠、役割を記載し、次に大綱の

対象期間について記載しております。現行の対象期間は

５年ですが、前回お示しした際、新しいものはおおむね

１０年とご説明いたしました。北海道は、新たな大綱に

ついて期間を設けておらず、特定の期間設定とすること

で、改定の必要性の有無なども、その期間に捕らわれる

ことも懸念され、北海道に合わせた形で、今回の大綱に

は期間を設けないこととしたいと考えております。国の

教育振興基本計画や、北海道の大綱の見直しなど、教育

を取り巻く環境等の変化を踏まえ、必要に応じて見直し

を行いたいと考えているものでございます。３ページに

教育目標と教育施策の基本方針、４ページに基本方針ご

との基本施策を記載しております。

スケジュールといたしましては、１１月中に大綱の案

を取りまとめまして、１２月開催の第４回市議会定例会

の総務常任委員会で報告し、その後、パブリックコメン

トを実施し、令和３年第１回市議会定例会にて、確定し

たものを配付する予定でございます。

本日は、前回お示しした教育目標と基本方針のほかに、

基本施策までを取りまとめて、教育施策の大綱案の全体

としてお示しさせていただきましたので、全体をとおし

てご議論いただき、完成に近づけていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願い申し上げます。説明は以上

でございます。
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青山市長 ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。

稲川委員 前回から、「生きる力」がすごくいい言葉だというこ

とでしたが、これは教育基本方針に入っている「確かな

学力」「豊かな心」「健やかな体」と同じように、いわゆ

る固有名詞的な言葉。「一人ひとりが夢に挑戦し新たな

時代を『生きる力』を育む」という教育目標の「生きる

力」も、鍵括弧でくくっているので、固有名詞的ながっ

ちりした名詞としての「生きる力」ですよね。でも、「新

たな時代を」という言葉にもかかっているから、「を」

の連続が気になります。「新しい時代を、」というふうに

読点を打ったらいいかもしれないけれど、標語ですから

ね。「新しい時代に適合した『生きる力』」とか、「新し

い時代に対応した『生きる力』」とかはどうでしょう。

青山市長 私もそこが気になりました。「新しい時代に『生きる

力』を育む」とかであれば。

稲川委員 「新しい時代に『生きる力』」、それでもいいかもしれ

ないですね。

奈良委員 確かにそうですね。

稲川委員 もうひとついいですか。基本施策の３番目が「ふるさ

と室蘭を誇り、未来を創る人を育む」だったのは、「室

蘭に愛着を持ち、未来に挑戦する人を育む」という形に

なったのですね。

坂口教育部総務課長 部内で意見が出まして、今回修正させていただきまし

た。

稲川委員 この方がいいですね。誇りに思えるまちをつくってい

くのは我々大人の仕事で、子どもたちはそれぞれ愛着を

もっていく。誇れと押し付けてはいけませんからね。
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青山市長 ほかに、何かご意見はございませんか。

稲川委員 冒頭の市長さんの言葉の中に「Society5.0」とありま

すが、大綱の中の「新しい時代」のところには

「Society5.0」の文言は付け加えなくていいのですか。

青山市長 「Society5.0」というのはこれから目指すべき幅広い

概念ではありますが、「新しい時代」というのはもっと

いろいろな要素を想定しています。例えば、今後いつ終

息するか分からないので、大綱の中に明記するのは必ず

しも適当ではないと考えて記載しませんでしたが、感染

症もそのひとつです。「新しい時代」の中には、テクノ

ロジーもあるけれど、今で言えば感染症のような、全く

予期しない新たな社会課題に向き合っていくということ

も含まれています。

また、「Society5.0」もそうですけれど、ＩｏＴに関

わるところで言えば、コロナに限らずネット上での誹謗

中傷やいじめといったネットトラブルによって、子ども

ばかりでなく大人も精神的な苦痛を被っていると思いま

すが、そういったところはしっかりと適性を作っていか

なければいけないと思います。

稲川委員 これからは、教育が本当に大事になるというか。

國枝教育長 部内でも話合いをしたのですが、教育は、継続してや

っていかなければならないことと、新しく取り入れてい

かなければならないこと、２つの要素があるのかなと。

継続して取り組むべきいじめや学力の問題の中でも、例

えばいじめに関して言えば、ネットトラブルや感染症の

ことが出てきていますし、学力に関しても新しい取組が

出てきていますから、更に内容をグレードアップしてい

かなければなりません。一方で、新しいものも必要にな

ってきます。そのひとつが、基本施策２のＩＣＴの分野

に関わるＧＩＧＡスクールの取組ですが、子どもたちに

しっかりとインターネットのすばらしさと怖さ、正しい
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理解の仕方等について、更に取組を深めなければと考え

ております。あとは、働き方改革やそのほかのことにつ

いても、更にグレードアップした取組を進めたいと思っ

ております。また、子どもたちのことだけではなく、基

本施策３の「室蘭に愛着を持ち、未来に挑戦する人を育

む」という部分は、地域や保護者も巻き込んだ形での取

組ですので、コミュニティスクールなどもそうですけれ

ど、大人も一緒に協力し合って子どもたちを育んでいく

ことを盛り込んでいます。おおむねそのような形で、近

年の取組をより深めていけたらという方針で前回からの

修正を行っています。

青山市長 ほかには、いかがでしょうか。

奈良委員 各論的な質問なのですけれど、小中連携教育と、小中

一貫教育に向けた取組というのは具体的にはどのような

ことでしょうか。

坂口教育部総務課長 小中連携は、小学校と中学校がそれぞれ存在しつつ、

できるだけ小学校から中学校にスムーズに上がるための

合同授業などの連携なのですが、小中一貫教育というの

は、新たな考え方として、９年間の小中一貫の義務教育

学校という、学校としてひとつの小中一貫の教育をする

取組でして、室蘭の場合は子どもたちが減ってきている

ので、こちらも今後検討していかなければならないとい

う意味で記載しております。

國枝教育長 小中連携は今でもやっておりまして、小学校の先生と

中学校の先生が情報交換したりですとか、中１ギャップ

が起きて子どもたちが学校に行きたくなくなるといった

ことを防ごうという取組です。小中一貫というのは、そ

れをより深めた形で、中学校の英語の先生が小学校に教

えに行くというような人的交流などが含まれます。その

究極が義務教育学校で、ひとつの学校として９年間の教

育を行うという形になります。そこまで具体的な話には

なっておりませんが、小学校でも英語の授業が始まって
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いますし、小学校の理科の実験を充実させれば子どもた

ちの興味を喚起できるというようなこともあり、様々な

メリットがありますことから、取組を検討させていただ

ければと思っております。

前田委員 漠然とした思いなのですけれど、お勉強はできるけれ

ど運動はできないですとか、そういう個性を持った子ど

もも昔はそれなりに居場所があったように思いますが、

今はどちらかと言うと、勉強も運動もできなくてはいけ

ない、そのような印象があるのです。子どもの個性を認

めてもらえるような余地というものが、この中のどこか

に入れられないでしょうか。取組の中に書かれてある不

登校という問題の中にも、ひょっとしたら、周りと同じ

ようなことができない、そのような子もいる気がして、

そういう余地がある方がいいと思うのです。

西舘教育部次長 今ご意見を頂いた中で、例えば、基本方針１の（２）

の「誰一人取り残すことのない教育の推進」という言葉

の前に、『個性を尊重し、』という文言を加えると、その

あとに書いてある不登校問題とも関連して、個性を尊重

していくということが示され、表現としてはよろしいの

ではないかと思います。

青山市長 取組の部分には、インクルーシブ教育や就学援助など

も並んでいて、教育委員会の施策を並べたような形にな

っていますが、前田委員がおっしゃったところは、一般

的な概念というようなことですよね。

前田委員 インクルーシブなどは、そこまで含んでいるのだと思

うのですけれど、そこまではっきりとしたことではなく

て、感覚として、一人ひとりの特徴というか個性という

か、そういうものも認められるような、っていう。

稲川委員 「誰一人取り残すことのない教育の推進」というのも

国の基本方針としてあるのでしょうけれど、「インクル

ーシブ教育」は特別支援教育の意味合いが強いから。不
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登校の取組のあとに、「多様性を尊重する教育」とか、

そういうような形で入れると良いのではないですか。多

様性というものも、中学生くらいでかなり現れてきます

から。

坂口教育部総務課長 大綱となるのは太字の部分だけで、細字は個々の取組

ということになってしまいますので、大綱の中に「多様

性」という言葉を入れるのであればもう１項目増やした

方がいいかもしれません。

稲川委員 「誰一人取り残すことのない教育の推進」というのは、

すごい言葉ですね。

青山市長 最近ではＳＤＧｓという言葉も、そういったことを内

包していますね。

國枝教育長 「誰一人取り残すことのない教育の推進」という項目

の中に、多様性に関することを含めた方が良いかと思い

ますので、基本方針と基本施策はこのままとして、それ

にぶらさがる項目として入れさせていただくのはいかが

でしょうか。

前田委員 そうですね。「多様性の尊重」とか、そういうことを。

稲川委員 ほかの結びは「取組」で統一されているので「多様性

の尊重の取組」とするといいですね。

青山市長 もしまた何かありましたらお知らせいただければと思

います。それでは、今回お配りしております教育施策の

大綱（案）を、加筆も含め、基本的な令和３年度からの

大綱の案としていきたいと思いますがよろしいでしょう

か。なお、加筆修正がありましたけれども、修正する場

合につきましては、文言等を私に一任いただきたいと思

います。修正した場合には、改めて皆さんにお送りさせ

ていただきます。

ほかにございませんでしょうか。ないようでしたら、
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本日の協議事項を終了し、進行を事務局に返します。

成田教育部長 ありがとうございました。これをもちまして、令和２

年度第２回総合教育会議を終了いたします。


